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脳年齢チェック脳年齢チェック
いきいき脳元気教室いきいき脳元気教室

【とき】6月 10日（金）開始（毎週金曜日、全 12回）
　午前 9時 30分～ 11時 30分
【ところ】市公民館　第 7会議室
【対象】①市内在住の 65歳以上の方で介護保険サー
　ビス対象外の方 ②もの忘れの心配がある方 
　③初めてこの教室に参加される方　先着 20人
【内容】脳トレゲームや脳トレ体操のほか、食事や
　口の健康についての講話等
【申込期限】5月 27日（金）まで5月 27日（金）まで
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
【申し込み・問い合わせ】いきいき高齢課地域支援係
　（地域包括支援センター）☎83-8132 FAX83-6335

弓道教室弓道教室
【とき】6月 1日、8日、15日、22日、29日
　（毎週水曜日・全 5回）午後 7時～ 9時
【ところ】真岡市弓道場 (真岡市田町 2668 番地 )
【対象】市内在住または勤務の一般男女　先着 25人
【参加料】110円（消耗品代）　
【持ち物等】運動できる服装、タオル、 飲み物　
【申し込み】現在受付中
　電話（平日午前 9時～午後 5時 15 分）・FAX・
　Eメールで申し込み。
【申し込み・問い合わせ】Eﾒｰﾙ sports@city.moka.lg.jp
　スポーツ振興課 ☎ 84-2811 FAX84-6258
※FAX・Eﾒー ﾙの場合は氏名・住所・電話番号、年齢、性別を明記

健康ストレッチ＆トレーニング教室健康ストレッチ＆トレーニング教室
【とき】6月 1日、8日、15日、22日
　（毎週水曜日、全 4回）午前 10時～ 11時 30分午前 10時～ 11時 30分
【ところ】スポーツ交流館 
【対象】市内在住または勤務の 60歳以上の一般男女
　先着 20人　【参加料】無料
【持ち物等】運動できる服装、
　体育館シューズ、タオル、 飲み物
【申し込み】現在受付中
　電話（平日午前 9時～午後 5時 15 分）・FAX・
　Eメールで申し込み。

すこやか赤ちゃん教室
【とき】6月 9日（木）午前 10時～ 11時 15分
　（開始 5分前まで受付）
【ところ】総合福祉保健センター
【対象】平成28年 3月生まれの乳児と
　その保護者　先着 15組　
【内容】ベビーマッサージ、講話「産後のママの体のケア」ほか
【持ち物】母子健康手帳、筆記用具、バスタオル1枚
【申し込み】5月 27日（金）午前9時から電話受付
【申し込み・問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

ヤング健診受診者募集ヤング健診受診者募集
　半日もかからずに低料金で、あなたの健康状態を
目に見えるカタチにできます。この機会に申し込み
ください。
【受付】午前 8時 30分～ 10時 30分
募集日程 実施会場
6/5（日） 総合福祉保健センター6/6（月）

【対象】市内在住で下記の内容を満たす方

健診の種類（内容）健診の種類（内容） 対象者対象者 定員定員 自己自己
負担金負担金

①特定健診
（身体計測・腹囲・
血圧・尿中塩分測
定・血液検査）

30～39歳の男女 50人 無料

②子宮頸がん検診
（頸部がん検査） 30～39歳の女性 50人 400 円

骨密度検診
（超音波検査）

同日に①か②を
受診する女性 50人 100 円

※各健診項目について、年度内1回の受診となります。※各健診項目について、年度内1回の受診となります。
【申込方法】健診日の 1週間前までに【申込方法】健診日の 1週間前までに電話・FAX・
　Eメールで申し込み。
【問い合わせ】Eメール kenkou@city.moka.lg.jp
　健康増進課成人健康係 ☎ 83-8122 FAX83-8619

6 月6月のの乳幼児健康診査乳幼児健康診査
項　目 と　き 対　象

4カ月児健診 2日（木） H28年 1月 8日           ～  1月31日生

9カ月児健診
3日（金） H27年 7月 15日　       ～ 8 月 4日生

17日（金） H27年 8月 5日　     ～ 8 月 31日生

1歳 6カ月児健診 10日（金） H26年 11月 1日　   ～ 11 月 22日生

3歳児健診
7日（火） H25年 5月 1日　     ～ 5 月 23日生

21日（火） H25年 5月 24日　       ～ 6 月 9日生

2歳児歯科検診 27日（月）          H26 年 6月生

【受付時間】午後 1時 10分～ 40分
　※健診は約 2時間かかります。
【ところ】総合福祉保健センター
【持ち物】予診票、母子健康手帳、歯ブラシ（歯科検診）
【その他】３歳児健診は、尿検査があります。

6 月の「マタニティ・子育て相談会」6 月の「マタニティ・子育て相談会」
【とき】8日（水）午前 9時 30分～ 11時
【ところ】総合福祉保健センター
【内容】

育児相談

要予約母乳・ミルク相談
子どもの栄養相談
妊婦健康栄養相談
身長・体重測定 予約不要

【持ち物】母子健康手帳
【問い合わせ】健康増進課母子健康係
　☎ 83-8121 FAX83-8619

市民市民
講座講座
　 　 編み物教室編み物教室
～やさしく編める、おしゃれなニット～やさしく編める、おしゃれなニット～～

　　サマーセーター兼ベストを編みます。サマーセーター兼ベストを編みます。
【とき】6月18日、7月2日、16日、30日、   
　8月6日　午前 9時 30分～正午
　（各土曜日、全 5回）
【ところ】市公民館二宮分館【ところ】市公民館二宮分館
【対象】市内在住または勤務の方 先着20人【対象】市内在住または勤務の方 先着20人
【受講料】1作品 3,000 円程度（材料代）【受講料】1作品 3,000 円程度（材料代）
【持ち物】5号かぎ針、小バサミ【持ち物】5号かぎ針、小バサミ
【申し込み】5月 24日（火）から受付開始。電話・【申し込み】5月 24日（火）から受付開始。電話・
　　窓口で申し込み。（午前8時30分～午後5時15分）窓口で申し込み。（午前8時30分～午後5時15分）
【申し込み・問い合わせ】市公民館二宮分館
　☎74-0107 FAX74-0187（月・日曜・祝日休）

市民会館自主事業市民会館自主事業
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【とき】8月 27日（土）午後3時開演
　（午後2時 30分開場）
【ところ】市民会館大ホール
【入場料】全席指定 2,000 円
　（前売り・当日共）
　※H28芸術鑑賞会会員 500円引き
　（市民会館購入時のみ）
【チケット】6月 18日（土）午前 9時から販売開始
　（電話予約は午後 1時から）
　※発売初日はお一人様 6枚までとします。
【プレイガイド】市民会館（文化課）窓口☎ 83-
7731(8:30 ～ 17:15）、FKD ショッピングモー
ル宇都宮インターパーク店 2階（チケットぴあ）
　☎ 028-657-6534、とちぎイベント駅
　http://station.waiwaibox.jp/
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

　減塩は健康増進の第一歩！どなたでも参加可能です。
【とき】5月25日（水）午後1時30分～2時30分
【ところ】まちなか保健室『ほっとステーション駅
　前館』（真岡駅東口）　【対象】市民の方　先着15人
【申し込み】5月20日（金）から受付開始　
【申し込み】ほっとステーション駅前館
　☎080-9990-3998（受付：午前9時～午後5時）
【問い合わせ】健康増進課成人健康係 
　☎ 83-8122 FAX 83-8619

まちなか保健室  5 月の健康講座まちなか保健室  5 月の健康講座
食生活改善推進員による食生活改善推進員による

「上手な減塩の方法」「上手な減塩の方法」

芳賀郡市医師会市民公開講座芳賀郡市医師会市民公開講座
『不眠症の診断と治療』『不眠症の診断と治療』
　睡眠障害等のお話を専門の先生から伺います。　睡眠障害等のお話を専門の先生から伺います。
【とき】6月 12日（日）午後 1時～ 3時【とき】6月 12日（日）午後 1時～ 3時
【ところ】真岡市青年女性会館　【参加料】無料【ところ】真岡市青年女性会館　【参加料】無料
【講師】獨協医科大学神経内科教授 平田　幸一 氏【講師】獨協医科大学神経内科教授 平田　幸一 氏
【問い合わせ】
　芳賀郡市医師会 ☎ 82-3185　
　健康増進課健康支援係 ☎ 81-6946 FAX83-8619

6 月6月のの情報センター講座情報センター講座
①インターネット・メール基礎・安全講座･･･先着10 人
【とき】22日（水）～23日（木）（2日間、午前10 時～正午）
【ところ】真岡市情報センター（真岡駅 3 階研修室1）
【対象】市内在住または勤務の高校生以上で、パソコ
　ンの文字入力およびWindowsの基本操作ができる方
【内容】インターネットを使用する際に気をつけたいこ
　とやインターネットの使い方を学びます。
【受講料】無料　【申し込み】電話受付のみ
【申し込み・問い合わせ】5/27（金）10:00 ～電話受付
　情報センター ☎83-8881　FAX83-8882（火曜日休）

子どもの料理コンクール子どもの料理コンクール
～ 小学 4・5・6年生の
　　皆さんのレシピを大募集 ～
【対象】市内の小学 4･5･6 年生で
　2次審査（9月 24日（土）予定）
　に参加できる方
　※個人または2人組（2人組の場合、
　　1人は小学 1～ 3年生可）
【テーマ】『しっかり食べよう楽しい朝食』
【募集期限】7月 29日（金）必着
【申し込み】下記窓口に備え付けの応募用紙に必要
事項を記入し（氏名 ･住所等）、料理の写真を貼
付の上、同窓口に直接提出。

　※応募用紙は、栃木県ホームページ「子ども料理
　　コンクール」からもダウンロードできます。　

【申し込み・問い合わせ】
　市食生活改善推進員協議会事務局（健康増進課） 
　☎ 83-8122  FAX83-8619

ワークショップワークショップ
「Let 's enjoy Gospel !」「Let 's enjoy Gospel !」
　Brown Blessed Voice Gospel Live と 連 動 し、
ワークショップを開催します。
【とき】6月 30日、7月 7日、21日、8月 11日、18日
　（各木曜日・全5回）午後7時～ 9時
【ところ】市民会館小ホール
【対象】次の①および②を満たす方
　① 8月 26日（金）夜のリハーサルと27日（土）の
　ライブに参加できる方 ②市内在住または在学、勤務の
　男女（小学校以上）　定員 50人
　※申し込みが定員を超えた場合は抽選
【参加料】3,000 円
【申込期間】5月 21日（土）～ 27日（金）
　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）　電話受付（午前 8時 30分～午後 5時 15分）
　※日・月曜日は受付できません。　
【申し込み・問い合わせ】市民会館（文化課）
　☎ 83-7731 FAX83-4070（日・月曜・祝日休み）

●栃木県シルバー大学校　第38期生の募集
高齢者の生きがいのある人生を支援し、地域活動実
践者の養成を目指します。【開催】宇都宮市の中央
校（水・木）、栃木市の南校（金）、矢板市の北校
（火）週 1回 1日 4時間【期間】2年間【年間授業料】
18,500 円および資料代 2,050 円【応募資格】60 歳
以上で県内在住の方【応募期限】6/30（木）【応募方
法】各シルバー大学校窓口または市いきいき高齢課で
入学願書を受け取り、提出。【説明会日時】6/6（月）
10：00～（中央校）、6/7（火）10：00～（南校）、6/9（木）
10：00～（北校）【問い合わせ先】中央校☎ 028-643-
3390、南校☎ 0282-22-5325、北校☎ 0287-43-9010

みんなのひろば

【とき】5月 28日（土）
　①午後 2時から
　②午後 6時 30分から
【ところ】市民会館 大ホール
【上映時間】1時間 48分
【出演】橋爪功、吉行和子、西村雅彦
　妻夫木聡ほか
【入場料】大人（高校生以上）1,000 円
　小人（4歳以上）500円 　※H28芸術鑑賞会会員 無料
　※全席自由　※チケットは当日でも購入可　

映画映画「家族はつらいよ」

平成 28年度真岡市芸術鑑賞会会員募集中です。
詳しくは下記までお問い合わせください。

【問い合わせ】文化課 ☎ 83-7731 FAX 83-4070


